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お知らせ
情報公開制度などの実施
状況について
南丹市情報公開条例および
南丹市個人情報保護条例の規
定に基づき、平成29年度に
おける情報公開制度および個
人情報保護制度の実施状況を
取りまとめましたので、お知
らせします。
●情報公開制度
請求件数 602件
処理状況
公開件数 548件
部分公開件数 7件
非公開件数 1件
不存在件数 46件
取下件数 0件
※実施機関別の請求内訳は、
市長に対する請求が564
件、教育委員会への請求が
32件、選挙管理委員会へ
の請求が6件でした。
※請求者区分の内訳は、「市
内個人」が66件、「市内
【総合問合せ窓口】

法人」が348件、「利害関
係人」が7件、「その他」
が181件でした。
●個人情報保護制度
請求件数 10件
処理状況
開示件数 1件
部分開示件数 8件
非開示件数 0件
不存在件数 1件
取下件数 0件
※実施機関別の請求内訳は、
市長に対する請求が10件
でした。
※請求者区分の内訳は、「市
内個人」が8件、「その
他」が2件でした。
総務課
(0771)68-0002

平成３１年南丹市成人式
開催のお知らせ
本年度の南丹市成人式を次
のとおり開催します。詳細に
ついては、開催時期が近くな
りましたらご案内します。
●日時 平成31年1月13日
(日) 午後1時30分〜
(受付：午後0時30分)
●場所 国際交流会館イベン
トホール
●対象 市内在住および出身
などの新成人(平成10年4
月2日〜平成11年4月1日
生まれ)
●主催 南丹市、南丹市教育
委員会
※対象者で市内に住民登録さ
れている方には、12月初
旬に案内状を送付します。
なお、出欠の回答は必要あ
(0771)68-0001㈹

(0771)63-0653

りません。
※市外へ転出されている出席
希望の方は、案内状送付先
をご連絡ください。
社会教育課
(0771)68-0057

平成３１年南丹市成人式
実行委員を募集します
20歳の記念に自分たちの
企画で成人式を作り上げませ
んか。
●対象 市内在住および出身
の新成人(平成10年4月2
日〜平成11年4月1日生ま
れ）
●人数 5人程度
●申込方法 8月31日(金)ま
でに、住所、氏名、電話番
号、出身中学校を電話で連
絡いただくか、市ホーム
ページからダウンロードで
きる応募用紙に必要事項
を記入の上、Eメールまた
はFAXでお申し込みくださ
い。
社会教育課
(0771)68-0057
(0771)63-2850
be-syakai@city.nantan.
lg.jp

info@city.nantan.lg.jp
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献血・骨髄ドナー登録に
ご協力ください

「南丹市介護予防サポーター養成講座」
受講生募集
高齢者が元気で生き生きと自立した生活を地域で送れるよう
に、できることから取り組んでみませんか。【無料】
●目的 介護予防と健康づくりに関する基礎知識を身に付け、家
族や自分自身の介護予防と、ボランティアとして地域の体操教
室に参加するなど、できる範囲で介護予防に取り組むサポー
ターを養成する。
●対象 市内在住で次のいずれかに該当する方
・地域と自分自身の健康づくりに関心がある方
・地域のために何か活動したいと思っている方
・家族や友人が介護を受けずに、健康でいられる方法を知りた
い方
●内容 運動、口の健康、栄養など、介護予防と健康づくりに関
する基礎知識
●講座プログラム
月日

8月29日
(水)

8月30日
(木)
9月5日
(水)
9月6日
(木)

9月12日
(水)

9月13日
(木)

時間
午前9時30分〜
10時30分
午前10時45分〜
11時45分
午前9時30分〜
10時30分
午前10時45分〜
11時45分
午前9時30分〜
11時45分
午前9時30分〜
10時30分
午前10時45分〜
11時45分
午前9時30分〜
10時30分
午前10時45分〜
11時45分
午前9時30分〜
10時10分
午前10時20分〜
11時
午前11時10分〜
正午

講座テーマ
オリエンテーション、仲間づく
りのゲーム
介護予防サポーターの活躍事例
高齢者の心身の特徴
音楽体操でサビない体と頭を作
ろう【実習】
元気を測る体力測定【実習】
足腰を強くする筋トレ【実習】
食事はあなたの健康を作る
お口は元気な体への入り口

赤十字血液センターの採血
車による献血と骨髄ドナー登
録会を実施します。人の生命
を救える大切な献血です。多
くの方のご協力をお願いしま
す。
●日程 6月20日(水)
●時間 午前10時〜11時30
分、午後0時30分〜3時30
分
●場所 市役所美山支所
保健医療課
(0771)68-0016

南丹市消防団操法大会を
実施します
●日時 7月1日(日)
午前8時〜
※小雨決行
●場所 園部公園多目的運動
場
●主催 南丹市、南丹市消防
団
●競技種目 小型ポンプ操
法、ポンプ車操法
●出場チーム 小型ポンプ操
法の部10チーム、ポンプ
車操法の部4チーム
総務課
(0771)68-0002

転倒予防の音楽体操【実習】
手と腕を強くする筋トレ【実
習】
さまざまな体力の話
修了式、交流会

※可能な限り、全てのテーマを受講してください。
※この事業は、なんたん健幸ポイント50の対象事業です。
●場所 国際交流会館
●定員 45人
●実施団体 NPO法人元気アップAGEプロジェクト
●申込方法 7月27日(金)までに、電話でお申し込みください。
保健医療課
(0771)68-0016
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=申込・問合せ先

=電話番号

=FAX番号

園部および八木会場市民健診結果報告会のお知らせ
4月〜5月に園部町および八木町で実施した市民健診(集団健
診)の結果報告会を以下の日程で開催します。
＜園部会場＞
実施日時
6月13日
(水)
6月14日
(木)
6月18日
(月)
6月19日
(火)

所在地
南八田公民館
大河内公民館
仁江公民館
旧川辺小学校
船阪公民館
北部コミュニティ
センター
高屋公民館
園部公民館

6月21日
(木)

国際交流会館

6月22日
(金)

国際交流会館

時 間
午前9時30分〜10時30分
午後1時〜1時30分
午後2時30分〜3時30分
午前9時30分〜10時30分
午後1時〜2時30分
午前9時30分〜10時30分

午後1時〜2時30分
午前9時30分〜11時
午後1時〜2時30分
午前9時30分〜11時
午後1時〜2時30分
午後6時〜8時
※４月22日(日)休日健診受診
者(市内全域)
午前9時30分〜11時
午後1時〜2時30分

※どの会場に来ていただいても結構です。
※結果をお返しするのは、園部会場で受診いただいた方に限りま
す。
＜八木会場＞
実施日時
6月25日
(月)

所在地
八木保健福祉セン
ター
神吉自治会館
八木東部文化センター
室河原公民館

時 間
午前9時30分〜10時30分
午後1時〜2時
午前9時30分〜10時30分
6月26日
午後1時〜1時30分
(火)
午後2時30分〜3時
午前9時30分〜10時30分
6月27日
氷室の郷
(水)
午後1時〜2時
午前9時30分〜10時30分
6月29日
八木公民館
(金)
午後1時〜2時
※どの会場に来ていただいても結構です。
※結果をお返しするのは、八木会場で受診いただいた方に限りま
す。
＜共通事項＞
※がん検診のみ受診された方は、結果報告会までに郵送でお返し
します。
※肺がん・結核検診の結果は、後日郵送します。
※なんたん健幸ポイント50の対象事業です。ポイントカードを
ご持参ください。
保健医療課
(0771)68-0016

=メールアドレス

=ホームページアドレス

=郵便番号・住所

京都南丹市花火大会実行
委員会からのお知らせ
＜第72回京都南丹市花火大
会＞
●開催日 8月14日(火)
＜入場パスポート＞
南丹市商工会会員の店で買
い物をされた際のレシートま
たは領収書で、入場パスポー
トを進呈します。レシートや
領収書を、商工会本所もしく
は各支所へご持参ください。
複数のレシートや領収書の合
算も受け付けます。
●有効なレシート、領収書の
日付 6月1日〜8月1日
●交換枚数
・5千円〜1万円未満：2枚
・1万円〜10万円未満：5枚
・10万円以上：10枚
●交換期間 7月11日(水)〜
8月1日(水)
●配布数 5,000枚(先着順)
●その他 詳細はホームペー
ジをご確認ください。
http://www.yagi-hanabi.
com/
※花火大会のスタッフを募集
しています。みんなで一緒
に花火大会を盛り上げま
しょう。詳細はお問い合わ
せください。
京都南丹市花火大会実行委
員会
080-3030-8700
yaginohanabi@yahoo.co.jp
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人材募集

相談会

南丹市営プールの監視員を募集します

京都府ナースセンターの
出張相談を開催します

●勤務場所
・園部：園部中央プール、園部第２水泳プール、園部第３水泳
プール
・八木：八木Ｂ＆Ｇ海洋センタープール
・日吉：日吉興風プール
●勤務期間 7月21日(土)〜8月24日(金)(予定)
※日吉興風プールは7月24日(火)〜8月10日(金)(予定)
●業務内容 プール内での監視、清掃、水質管理ほか
●募集条件 健康で水泳ができる市内在住の19歳以上の方
●賃金 1,000円(1時間あたり)
勤務
場所
園部
八木
日吉

募集人員

勤務時間など

35人程度
(交代勤務)
10人程度
(交代勤務)

午前9時〜午後5時(1日7時間、休憩1時
間)、毎週月曜日およびお盆期間は休館
午前9時〜午後5時までの1日3時間〜7
時間、毎週木曜日およびお盆期間は休館

6人程度
(交代勤務)

正午〜午後4時15分(1日4時間、休憩15
分間)、毎週月・土・日曜日

●申込方法 6月29日(金)必着で、申込・問合せ先に備え付けの
申込書に必要事項を記入の上、持参または郵送でお申し込みく
ださい。申込書は市ホームページからもダウンロードできま
す。
●採用決定
・申し込み多数の場合は面接により決定します。
・園部、八木、日吉とも7月14日(土)午前9時から市役所本庁２
階301会議室で普通救命講習を実施します。受講されない場合
は採用できません。なお、業務説明会を同時開催します。(日
吉については、別途説明会を開催する予定です)
●その他 勤務時間中であっても、悪天候などにより途中閉館す
る場合があります。その他臨時に休館する場合があります。
※勤務地によって条件が異なりますので、不明な点はお問い合わ
せください。
社会教育課
園部
(0771)68-0057
622-8651 南丹市園部町小桜町47番地
社会教育課八木担当(八木公民館)
八木
(0771)68-0026
629-0141 南丹市八木町八木東久保23番地
社会教育課日吉担当(日吉町生涯学習センター)
日吉
(0771)68-0035
629-0301 南丹市日吉町保野田長通24番地
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京都府ナースセンターは看
護職を対象とした無料職業相
談所で、隔月で出張相談を実
施しています。【無料】
●日時 7月4日(水)
午前9時30分〜正午
●場所 ハローワーク園部
●対象 看護職(保健師、助
産師、看護師、准看護師)
●内容 就業相談、再就職の
ための研修案内、悩み相談
※当日受付(予約不要)
京都府ナースセンター
(075)222-0316

子育て支援（催し）
「みんなおいでよ−！」
を開
催します
子どもたちもお母さんも、
お友だちになって楽しく遊び
ます。
●日時 6月21日(木)
午前9時30分〜正午
●場所 市役所八木支所3階
子育て支援ルーム
●内容 リトミック
講師：小谷里美 氏
※手作りランチとデザートも
お楽しみに
●対象 0歳〜6歳までの家
庭で過ごされている子ども
たち、お父さん、お母さ
ん、おじいちゃん、おばあ
ちゃん、子どもたちを支援
していただく地域の皆さん
●持ち物 マイ皿、マイ箸、
お茶、汗拭きタオル、動き
やすい服装
●参加費 300円

=申込・問合せ先

=電話番号

=FAX番号

＜ミニ情報＞【無料】
子どもたちとお母さんが、
のんびり楽しく過ごせるよう
に、支援ルームを開放してい
ます。
●曜日 毎週火、木曜日
●時間 午前10時〜午後3時
●場所 八木支所３階子育て
支援ルーム
子育て支援ボランティア
「すくすくやぎっこ」
090-7486-1735

育児用品あげます・くださ
い会のお知らせ
家庭で不要になった育児用
品の有効利用のため、あげま
す・ください会を開催しま
す。
●日時 6月25日(月)
午前10時30分〜11時
※気象警報発令時は、事業を
中止する場合があります。
●集合時間 開始時間の15
分前にはお集 ま り く だ さ
い。
●対象 市内在住の親子
●持ち物 育児用品を持ち帰
られる方はマイバッグ
●申込方法 事前に来所いた
だくか、電話でお申し込み
ください。
南丹市子育てすこやかセン
ター
(0771)68-0082

託児付きカフェよっとい
でのお知らせ(６月)
子育て中のママさんや家族
の方、お子さんがホッとでき
る居場所づくりをしていま
す。ご家族で、お友達を誘っ
てお越しください。
●日時 6月27日(水)
午前10時〜正午
(受付：午前9時50分)
●場所 平屋地域活性化セン
ター(旧平屋小学校)
※受付後、農園に移動しま
す。
=メールアドレス

●内容 ブルーベリー摘み＆
カフェ
●持ち物 タオル、お子さん
の着替え、帽子、お茶、マ
イカップなど
●参加協力金 500円(無農
薬コーヒーと手作りおやつ
付き)
※ブルーベリー摘みには別途
500円程度料金が掛かりま
す。
●定員 30組(先着順)
●申込方法 6月24日(日)ま
でに、電話、SMS(ショー
トメッセージサービス)、
LINE(ライン)のいずれかで
申し込みください。
●その他 運動のしやすい服
装でお越しください。
みやま子育てパートナーズ
「よっといで」
090-6962-6455

子育てすこやかセンター
７月事業のお知らせ
＜共通事項＞
●対象 市内在住の親子
●申込方法 事前に来所また
は電話でお申し込みくださ
い。
●集合時間 開始時間の15
分前までにお集まりくださ
い。
※気象警報発令時は、事業を
中止する場合があります。
＜子育て講座＞
●日時 7月3日(火) 午前10
時30分〜11時30分
●内容 桑原修子氏による
「子どもが伸びる子育ての
ヒント」
＜子育て広場１歳〜＞
●日時 7月5日(木) 午前10
時30分〜11時30分
●内容 夏を楽しもう
●持ち物 水遊び用パンツや
オムツ、タオル、着替え、
お茶など
＜子育て広場０歳〜＞
●日時 7月12日(木) 午前
10時30分〜11時30分

=ホームページアドレス

=郵便番号・住所

●内容 ふれあい遊び ほか
●持ち物 バスタオル
＜親子リトミック＞
●日時 7月19日(木) 午前
10時30分〜11時30分
＜お話会＞
●日時 7月20日(金)
午前10時30分〜11時
＜ベビーマッサージ＆ミニ講
座＞
●日時 7月27日(金) 午前
10時30分〜11時30分
●持ち物 バスタオル
南丹市子育てすこやかセン
ター
(0771)68-0082

ひとり親家庭いきいきふ
れあい事業の参加者募集
●日時 7月15日(日)
園部公園駐車場を午前8時
10分出発(午後5時頃帰着
予定)
●場所 人と防災未来セン
ター、神戸どうぶつ王国
●費用 大人：2,000円、中
学生・小学生：1,000円、
未就学児童(4、5、6歳)：
500円、3歳児以下：無料
※費用は当日徴収します。昼
食はお弁当を用意します。
ただし、3歳児以下の昼食
は各自ご準備ください。
●申込方法 6月29日(金)ま
でに、母子寡婦福祉会会員
は、各支部長までお申し込
みください。会員以外の方
は、子育て支援課および各
支所市民生活課に備え付け
の申込用紙に必要事項を記
入の上、お申し込みくださ
い。
●主催 南丹市母子寡婦福祉
会
●後援・助成 京都府、京都
新聞社福祉事業団、南丹市
子育て支援課
(0771)68-0017
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新刊図書のご案内

催し

南丹市立図書館
「新刊図書」
のご案内

ほたる鑑賞会のお知らせ

＜一般書＞
◆みちのきち私の一冊(國學院大學みちのきちプロジェクト編)◆
ストレスを操るメンタル強化術(メンタリストDaiGo)◆科学者が
解く「老人」のウソ(武田邦彦)◆道歌入門(岡本彰夫)◆神武天皇
vs.卑弥呼(関裕二)◆10年後の仕事図鑑(堀江貴文、落合陽一)◆
「宇宙のすべてを支配する数式」をパパに習ってみた(橋本幸士)
◆顔診断で不調を治す・防ぐ(渡邉由)◆誰でも1回で味が決まる
ロジカル調理(前田量子監修)◆今森光彦の里山の切り絵(今森光
彦)◆子どもと一生の思い出をつくる星空キャンプの教科書◆文
豪の凄い語彙力(山口謡司)◆日本語が面白い！数え方の絵本(ロ
コ・まえだ)◆こんなに簡単！鈴木亮平の中学英語で世界一周！
(鈴木亮平、スティーブ・ソレイシィ)◆ランドセル俳人からの
「卒業」(小林凛)◆にゃん！(あさのあつこ)◆さざなみのよる(木
皿泉)◆三千円の使いかた(原田ひ香)◆デートクレンジング(柚木
麻子)◆物の怪斬り(輪渡颯介)◆ぼくときみの半径にだけ届く魔
法(七月隆文)◆近松よろず始末処(築山桂)◆５時過ぎランチ(羽田
圭介)◆食堂メッシタ(山口恵以子)◆海を抱いて月に眠る(深沢潮)
◆違和感(太田光)◆バッグをザックに持ち替えて(唯川恵)◆鴨川
食堂はんなり(柏井壽)◆モリのいる場所(小林雄次)◆わたし、定
時で帰ります(朱野帰子)
＜児童書＞
◆失敗図鑑(大野正人)◆世界を変えた50人の女性科学者たち(レ
イチェル・イグノトフスキー) ◆かび・きのこ(白水貴監修)◆あ
べ弘士どうぶつクイズ教室(あべ弘士)◆有害物質のサバイバル
(スウィートファクトリー)◆ルルとララのアニバーサリー・サン
ド(あんびるやすこ)◆小学生のための俳句入門(坪内稔典監修)◆
まかせて！母ちゃん！！(くすのきしげのり)◆マネキンさんがき
た(村中李衣)◆四人のヤッコ(西内ミナミ)
＜絵本＞
◆しゅりけんとうちゃん(寿金之輔)◆にちようびのぼうけん！
(はたこうしろう)◆いたずらえほんがなんかへん！(リチャー
ド・バーン)◆ハルの日(渡辺眞子)◆こんにちは、キリンのあか
ちゃん(高岡昌江文、公文健太郎写真)◆コップってなんだっけ？
(佐藤オオキ)◆たまごのおふとん(ふくべあきひろ)◆いっぺん
やってみたかってん(はっとりひろき)◆うどんやのたあちゃん
(鍋田敬子)◆エメラルドのさがしもの(そのだえり)
中央図書館
(0771)68-0080
八木図書室
(0771)68-0027
日吉図書室
(0771)68-0036
美山図書室
(0771)68-0046

カエルの唄と木の香り、竹
灯篭のほのかな灯りに包まれ
て、満天の星空とほたるのき
らめきが真っ暗な川面に反射
する、幻想的な山里の美と静
寂を感じてみませんか。
●散策道開放期間 6月16日
(土)〜29日(金)
※ほたるは絶対に捕まえない
でください。
＜オープニングイベント＞
Miyo Hora Botaru(見よ
洞ぼたる)
●日時 6月16日(土)
午後8時〜
●場所 美山町豊郷下側
●内容 バイオリン演奏、特
産品販売(栃ゼリー、栃入
り冷やしぜんざい)など
※午後6時から7時30分ま
で、洞公民館で「美山のテ
キ屋集団ごんせ」が屋台を
出店します。
洞区
(090)1446-1007
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「ほう葉ご飯づくり」の参
加者を募集します
豆ご飯を使って「ほう葉ご
飯」を作ります。ほう葉の
葉っぱが、鮮やかな緑に生い
茂る時季にしか作れないほう
葉ご飯を、季節を感じながら
味わってみませんか。
●日時 6月17日(日)
午前10時〜正午
●場所 日吉町郷土資料館
かやぶき民家
●参加費 1人200円
●入館料 大人200円、高
校・大学生150円、小中学
生100円
●持ち物 エプロン、三角巾
●定員 10人(先着順)

=申込・問合せ先

=電話番号

=FAX番号

●申込方法 事前に住所、氏
名、電話番号を、FAXまた
は電話でお申し込みくださ
い。
日吉町郷土資料館
(0771)68-0069
(0771)72-1130

「世界がもし１００人の村
だったら」
開催
世界を「100人の村」にみ
たて、世界の状況や貧困格差
などの問題などについて、体
験型のワークショップを通し
て知り、考えます。【無料】
●日時 6月17日(日)
午後2時〜3時30分
●場所 国際交流会館2階
第1、2研修室
●対象 小学生以上
●定員 30人
●申込方法 住所、氏名、年
齢、電話番号 、 当 日 連 絡
先(携帯電話番号など)を電
話、FAX、Eメールのいず
れかでお申し 込 み く だ さ
い。
南丹市国際交流協会
(0771)63-1840
※火〜金の午後0時30分〜4
時30分
(0771)63-1841
nantania@office.zaq.jp

丹波自然運動公園からお
知らせ
＜共通事項＞
当日受け付けの事業は申し
込み不要です。申込期日のあ
る事業は、住所、氏名、年
齢、電話番号を、はがき、Ｆ
ＡＸ、Ｅメールのいずれかで
お申し込みください。
＜太極拳教室＞
●日時 6月22日(金)
午後２時〜４時
●場所 体育館
●内容 太極拳の基礎を学ぶ
●参加費 500円(当日受付)
●定員 30人
=メールアドレス

＜摘み菜教室＞
●日時 7月1日(日)
午前10時〜午後3時
●場所 レストハウス(予定)
●内容 身近な草花を摘ん
で、料理方法を学びます。
●参加費 2,000円(昼食代
含む)
●定員 30人
●対象 どなたでも
●申込期日 6月27日(水)ま
で
＜グラウンド・ゴルフ大会＞
●日時 7月6日(金)
午前9時〜午後4時
●場所 陸上競技場・補助競
技場
●内容 48ホールストロー
クプレーによる個人戦
●参加費 1,500円(お弁
当・お茶付き)
●定員 384人
●対象 どなたでも
●申込期日 6月29日(金)ま
で
＜テニス大会＞
●日時 7月11日(水)
午前9時〜
●場所 テニスコート
●内容 予選リーグ戦〜決勝
トーナメント
●参加費 1,000円(1ペア)
●定員 男女別ダブルス各
32組
●対象 18歳以上の方
●申込期日 6月11日(月)〜
7月4日(水)まで
丹波自然運動公園
(0771)82-0560
(0771)82-0480
kouen@kyoto-tanbapark.
or.jp
622-0232 京丹波町曽根
崩下代110-7

=ホームページアドレス

=郵便番号・住所

２０１８合唱交歓会インや
ぎを開催します
各合唱団の歌を聞きながら
楽しいひと時をお過ごしくだ
さい。【無料】
●日時 6月24日(日) 午後
1時30分〜(開場：午後１
時)
●場所 八木文化ホール(市
役所八木支所3階)
●出演団体 さくら楽習館
コーラス部、南丹ゴールデ
ンエイジ・混声合唱団「ま
ゆみ」、河鹿合唱団、エ
コーみやま、コーラスポナ
ミ、ザ・たんぽぽ
●協力団体 ことばサークル
「声」
●主催 合唱交歓会実行委員
会
●後援 南丹市教育委員会
八木公民館
(0771)42-3132

南丹将棋教室７月開催日
のお知らせ
全くの初心者でも参加でき
ますのでお気軽にお申し込み
ください。
●日程 7月8日(日)、14日
(土)、22日(日)
●時間 ※途中退館可。8日
(日)は、午前は休みとし、
全コース午後1時から開始
します。
・超初級コース：午前9時〜
10時
・初級コース：午前10時〜
正午
・経験者コース：午後1時〜
5時(午後3時からは自由対
局)
●場所 園部公民館
●対象 小学生以上(未就学
児は保護者同伴なら可)
●参加費 一般1回500円、
学生1回400円(家族で申
し込みの場合、2人目以降
は100円引き)
≪裏面につづく≫
第298号
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●講師 大山勝義アマ６段
●申込方法 申込書(園部公
民館に備え付け)に必要事
項を記入の上、窓口提出、
郵送、Eメール、FAXのい
ずれかでお申し込みくださ
い。
※申込書は、市ホームページ
からもダウンロードできま
す。
●その他
・日程変更などの連絡は講師
から直接入り ま す の で 、
メールアドレスは必ずご記
入ください。
・申し込み以降は自分のペー
スで好きな日程にご参加く
ださい。上達に応じて参加
コースの変更も可能です。
・申込期限はありませんが、
参加者多数の場合、募集を
終了することがあります。
園部公民館(月・祝日休館)
(0771)63-5820
(0771)63-2850
be-syakai@city.nantan.
lg.jp
622-0014 南丹市園部町
上本町南2-22

「ダウン症のお子さんの保
育とケア学習会」
を開催
施設開設50周年事業とし
て開催します。【無料】
●日時 7月21日(土) 午後1
時30分〜3時30分(受付：
午後1時)
●場所 花ノ木医療福祉セン
ター2階多目的室
●内容
講演① ダウン症のお子さん
の健康管理 小児科医：弓
削マリ子 氏
講演② ダウン症のお子さん
の発達 心理判定員：高橋
良子 氏
●対象 ダウン症のお子さん
が、友達とより良く育ち合
える環境を作るために必要
な、知識や関わりについて
の学習会に興味のある方
8
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●定員 80人
●申込方法 7月7日(土)必
着で、センター備え付けの
参加申込書に必要事項を記
入の上、FAXまたは郵送で
お申し込みください。
※参加申込書はホームページ
からもダウンロードできま
す。
花ノ木医療福祉センター
(0771)23-0701
(0771)22-8348
http://www.hananokikameoka.or.jp/
621-0018 亀 岡 市 大 井 町
小 金 岐 北 浦37-1

土井善晴さんの講演会を
開催します
さまざまな分野の第一線で
活躍する方に学ぶ講演会を開
催します。【無料】
●日時 7月29日(日)
午後1時30分〜3時
●場所 ANAクラウンプラ
ザホテル京都
●講師 料理研究家 土井善
晴 氏
●内容 食は笑顔のはじまり
●定員 100人(先着順)
●申込方法 6月22日(金)午
前9時から7月6日(金)午後
５時までの間に、京都府市
町村職員厚生会ホームペー
ジからお申し込みくださ
い。
※定員になり次第締め切りま
す。
一般財団法人京都府市町村
職員厚生会
(075)411-0084
http://www.kyoto-kosei
kai.or.jp

美山地域情報
南丹市美山町ゲートボー
ル大会の参加チーム募集
第41回京都府民総合体育
大会男女別美山地区予選会を
兼ねた南丹市美山町ゲート
ボール大会を開催します。
●日時 7月10日(火)
午前8時30分〜
●場所 美山町自然文化村
河鹿荘いきいきドーム
●参加資格 美山町在住の
ゲートボール愛好者
●申込方法 6月29日(金)ま
でに、美山町ゲートボール
協会、美山支所および各地
域振興会に備え付けの参加
申込書に必要事項を記入の
上、お申し込みください。
●その他 優勝チームには府
民総体南丹市予選会への出
場権が与えられます。
※詳細は参加申込書をご確認
ください。
●主催 みやまスポーツクラ
ブ
●主管 美山町ゲートボール
協会
社会教育課美山担当
(0771)68-0044

=申込・問合せ先

=電話番号

=FAX番号

日吉・美山地域情報
市営バス
（美山園部線・五ヶ荘線、京北線、大野線）
時刻表の訂正について
日吉地域と美山地域に全戸配布した「南丹市営バス時刻表(2018年4月1日改正)」の一部を次のと
おり訂正し、6月11日(月)から適用します。
詳細についてはお問い合わせいただくか、市ホームページでご確認ください。
●時刻表
美山園部線・五ヶ荘線(現行)
月〜土
下佐々江
10:29
−
中佐々江
−
佐 々 江
−
北 谷 口
−
上佐々江
10:33
原
10:34
谷
口
10:35
海 老 坂
10:36
板
橋
10:37
宮
脇
10:39
下 又 林
10:40
又
林
10:41
花 ノ 木
10:42
下 平 屋
10:43
上 平 屋
旧診療所前
10:44
安
掛
10:45
学 校 前
10:46
荒
倉
10:50
大
内
10:51
内 久 保
10:52
上 久 保
10:52
南
10:54
北（かやぶきの里）
10:56
定 ヶ 谷
10:57
下
中
10:58
会 館 前
10:59
知 見 口
10:59
旧知井小学校前
11:00

美山園部線・五ヶ荘線(訂正)
月〜土
10:29
下佐々江
10:31
中佐々江
10:32
佐 々 江
10:32
北 谷 口
10:33
上佐々江
10:43
原
10:44
谷
口
10:45
海 老 坂
10:46
板
橋
10:47
宮
脇
10:49
下 又 林
10:50
又
林
10:51
花 ノ 木
10:52
下 平 屋
10:53
上 平 屋
旧診療所前
10:54
安
掛
10:55
学 校 前
10:56
荒
倉
11:00
大
内
11:01
内 久 保
11:02
上 久 保
11:02
南
11:04
北（かやぶきの里）
11:06
定 ヶ 谷
11:07
下
中
11:08
会 館 前
11:09
知 見 口
11:09
旧知井小学校前
11:10

京北線(新設・増便)
月〜金
和
泉
12:14
美山支所前
12:15
美山文化ホール
−
佐 本 橋
12:16
松 ヶ 瀬
12:17
下 吉 田
−
武 柾 前
12:18
宮
脇
12:20
京北線(新設・増便)
月〜金
宮
脇
12:20
武 柾 前
12:22
下 吉 田
−
松 ヶ 瀬
12:23
佐 本 橋
12:24
美山支所前
12:25
和
泉
12:26

※美山園部線・五ヶ荘線については、国際医療大学病院前から市谷の間は時刻に変更がないため省略
しています。

≪裏面につづく≫

=メールアドレス

=ホームページアドレス

=郵便番号・住所
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大野線(現行)
月〜金 月〜土
和
泉 12:53 17:27
和 泉 下 12:54 17:28
上
司 12:55 17:29
萱 野 橋 12:57 17:31
上 大 野 12:59 17:33
大
野 13:00 17:34
保育所前 13:01 17:35
川
谷 13:05
経由
岩 江 戸 13:10 17:35
下岩江戸 13:10 17:35
肱
谷 13:11 17:36
育成苑前 13:12 17:37
小
渕 13:13 17:38
向 山 橋 13:14 17:39
樫
原 13:15 17:40
下 樫 原 13:15 17:40
大野ダム 13:17 17:42
長
瀬 13:19 17:44
和 知 駅 13:30 17:55

大野線(訂正)
月〜金 月〜土
和
泉 12:26 17:19
和 泉 下 12:27 17:20
上
司 12:28 17:21
萱 野 橋 12:30 17:23
上 大 野 12:32 17:25
大
野 12:33 17:26
保育所前 12:34 17:27
川
谷 12:38
経由
岩 江 戸 12:43 17:27
下岩江戸 12:43 17:27
肱
谷 12:44 17:28
育成苑前 12:45 17:29
小
渕 12:46 17:30
向 山 橋 12:47 17:31
樫
原 12:48 17:32
下 樫 原 12:48 17:32
大野ダム 12:50 17:34
長
瀬 12:52 17:36
和 知 駅 13:03 17:47

※記載の時刻表以外に訂正はありません。
地域振興課
(0771)68-0019

６月は食育月間です
毎年6月は「食育月間」です。国、地方公共団体、関係団体
などが協力して、食育推進運動を重点的かつ効果的に実施し、
食育の一層の浸透を図ることとしています。
6月23日、24日には、大分県大分市のホルトホール大分な
どにおいて、「第13回食育推進全国大会inおおいた」が開催
されます。また、全国各地でも食育をテーマとした行事などが
開催されますので、皆さんもぜひご参加ください。
農林水産省 消費・安全局 消費者行政・食育課
(03)3502-8111

６月は土砂災害防止月間月間です
毎年各地で土石流、地すべり、がけ崩れなどの土砂災害が頻
発し、人命、財産に大きな被害が発生しています。平成29年
も全国各地で1,514件(死者22人)の土砂災害が発生し、被災地
には未だ深い傷跡が残されています。
このため、毎年6月を「土砂災害防止月間」と定め、月間中
には、土砂災害の防止と被害の軽減を目的に、土砂災害に関す
る防災知識の普及や警戒避難体制の整備を促進するため、住民
参加を主とする諸行事・活動などを全国で実施します。
国土交通省 水管理・国土保全局 砂防部 砂防計画課
(03)5253-8111
政府広報より
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=申込・問合せ先

南丹市メール配信サー
ビスにご登録ください
南丹市ではスマートフォ
ン、携帯電話、パソコンな
どのメール機能を活用して
情報配信サービスを行って
います。登録は、送信アド
レスに空メールを送信し、
返信されたメールに従い手
続きをお願います。
※迷惑メールの受信拒否設
定などをされている方
は、空メール送信前に送
信元メールアドレスの受
信許可を行ってくださ
い。
＜子ども安心メール＞
市内の幼児や小中学生な
どの保護者向けに不審者や
危険動物の出没などの情報
を配信します。
●空メール送信先
touroku.nantan-edc@
raiden.ktaiwork.jp
●受信許可が必要なアドレス
nantan-edc@raiden.
ktaiwork.jp
＜なんたんメール＞
南丹市に関係する各種警
報、大雨情報、竜巻注意
報、土砂災害警戒情報、震
度３以上の地震情報などが
発表された場合、メール配
信されます。
●空メール送信先
info.nantan-city@raid
en.ktaiwork.jp
●受信許可が必要なアドレス
nantan-city@raiden.kt
aiwork.jp
情報政策課
(0771)68-0066

=電話番号

=FAX番号

南丹市シティプロモーションロゴマークをご活用ください。
南丹市では、シティプロモーション ※の取り組みを統一性・一貫性を持たせて進めるために、
キャッチコピーを「Ｕターン Ｉターン なんたーん」とし、これらを発信していくためにロゴ
マークを定めています。
皆さんに広くご使用いただくため、使用にあたってのガイドラインを定めていますので、趣旨を
ご理解の上、積極的にご活用ください。
※シティプロモーションとは、地域の皆さんの市への愛着度の形成と、南丹市の知名度の向上を図
る取り組みです。
【キャッチコピーについて】
「Ｕターン

Ｉターン

なんたーん」

「なんたん」の響きを生かしながら、「住む場所」として南丹市を知ってほしい、覚えてほ
しい、訪れて欲しい、という意味を込めています。また、「なんたーん」の「たーん(ターン・
turn)」には、次の3つの意味が込められています。
①ＵＩＪターンする、移住・定住を意味する「TURN」
②訪れれば心が癒され、気持ちが変わるということを意味する「TURN」
③南丹市を周遊する、観光を意味する「TURN」
【ロゴマークについて】
使用にあたっては、どなたでも自由に無料でご使用いただくことができます。
使用する前に「南丹市シティプロモーションロゴマーク使用届」を持参、郵送、FAX、Eメール
のいずれかで、定住・企画戦略課へ提出してください。
ガイドライン、ロゴマーク使用届およびロゴマーク(JPG形式、PNG形式)は、市ホームページに
掲載しています。
イラストレーター(AI形式)の画像データが必要な方は、定住・企画戦略課までお問い合わせくだ
さい。

＜基本形＞

＜移住定住促進形＞

・ロゴマークの色は、基本色以外にも色を変えて利用することができます。
・＜基本形＞に言葉を追加して利用することができます。
※詳細は市ホームページに掲載のガイドラインをご確認ください。
【動画、テーマソングを作成しました】
＜動画＞

＜テーマソング＞

「南丹市へかえろう編」

「みんなでなんたーーーーん!!」

※DVDやCDのご活用はお問い合わせください。
定住・企画戦略課

=メールアドレス

(0771)68-0003

=ホームページアドレス

(0771)63-0653

=郵便番号・住所

kikaku@city.nantan.lg.jp

第298号
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なんたんテレビ番組表（平成 2８年 1 月 1６日～３１日）
1 月 15 日から 22 日まで放送の、平成 28 年南丹市成人式では、生中継した
式典の模様に加え、当日の写真撮影や新成人インタビュー、先生からのビデオ
レターを放送します。ぜひご覧ください。

◇南丹市情報センター 受付時間：午前 8 時 30 分～午後 5 時 (月・祝日休業)
■（0771）63-1777 ■（0771）63-1682 ■sictv@sic.cans.ne.jp ■http://nantantv.or.jp/
【発行】南丹市情報政策課
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□622-8651 南丹市園部町小桜町 47 □(0771)68-0065 □(0771)63-0653
□info@city.nantan.kyoto.jp

